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◆応募方法◆ 「エコットの受付へ持参」「はがきで郵送」「FAX」のいずれかの方法で、 

①答え、②氏名、③電話番号、④住所、⑤とよた SDGs ポイントの番号をご記入の上、 

２ ０ ２ ２ 年 ２ 月 ７ 日 （ 月 ） [消 印 有 効 ]までにご応 募ください。 

応募先 住所：6 ページ下の住所 FAX 番号：0565-26-8068 

抽選結果は、ポイントの発行[２月下旬を予定]でかえさせていただきます。 

※いただいた個人情報は、厳重に管理し、本クイズ企画に関することにのみ使用します。 

とよた SDGsポイントがもらえる！ 環境クイズ 第 8回 

冷えは万病のもと。暖房機器に頼らず体を温める食べ物を食べるのもエコに。そこでクイズです！ 

次の食材のうち、体を温めてくれる効果がある食材はどれでしょう？ 

①じゃがいも             ②しょうが              ③きゅうり 

●第７回環境クイズの答え：③ごはんお茶碗１杯分（約 150g）   ご応募ありがとうございました！ 

応募数：29件（うち、29件正解。10月中旬、とよた SDGsポイントをプレゼントしました。） 

ポイントの確認は、スマホ専用アプリまたはホームページ「とよた SDGsポイントナビ」でできます。 

正解した方の中から抽選で 50名様に ポイントプレゼント！ 

 特集 気候変動適応計画ってなあに？ 

フォトレポート  8～10月のできごと 

 

とよた市民活動センター設立 20 周年記念フェスタ＠とよた市民活動センター 

私たちは、2020 年 1 月 21 日に、 
「とよた SDGs パートナー」になりました。 

私たちは 3 つの目標に取り組んでいます！ 
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気候変動適応計画ってなあに？ 特 集 

2021 年 10月 22日に、気候変動適応計画が閣議決定されました。 

これは気候変動影響による被害の防止・軽減、国民の生活の安定、社会・経済の健全な発展、

自然環境の保全及び国土の強靱化を図り、安全・安心で持続可能な社会を構築することを目指す

ため、今後 5 年間の計画を示したものになります。今回の特集では、どんな計画なのか、私たち

にどんなことが求められているのかを簡単にご紹介します。 

＜私たち国民が担うものはなあに？＞ 

国が定める気候変動適応計画には、国民に求められているものは２つあると書かれています。 

 

１．気候変動適応の重要性に対する関心と理解を持とう！ 

 気候変動は、国民一人一人の生活に対して影響を与えるおそれがあることから、国民は、気候

変動の影響が自らの問題として認識し、気候変動適応の重要性に対して関心と理解を深めるよう

努めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜うんしゅうみかんの浮皮＞          ＜りんごの着色不足＞ 

                    

 

 

【適応策ってなあに？】 

これからの地球温暖化対策には温室効果ガスの排出抑制や森林等の吸収作用を保全・強化して

いく従来の「緩和策」に加え、起きてしまった、あるいは起きる可能性のある気候変動の影響に

備え、その影響による被害を最小化していく「適応策」という新しい考え方も踏まえ、その双方

を両輪として取り組んでいく必要があります。 

豊田市域における温室効果ガスの排出が抑制され、気候変動に伴う自然災害リスクに適応する

等、低炭素社会に向けた目指す姿の実現につなげてまいります。豊田市が定めている「豊田市地

球温暖化防止行動計画」にその内容が記載されています（次ページを参照）。 

果皮と果肉が分離した状態になる

と、果皮が傷つきやすくなるため

「腐敗しやすい」、「輸送性 が低下

する」などの問題が発生します。 

果皮を赤くする色素のアントシア

ニンは、果皮が着色される時期の気

温が摂氏 15〜20 度の間にないと

合成が進みません。 
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２．気候変動適応に関する施策へ協力をしよう！ 

 国又は地方公共団体が気候変動適応のために行う施策の実施には、国民の 

協力が必要なものもあることから、国民は気候変動に関する施策に協力する 

よう努めましょう。 

 豊田市では、現在「豊田市地球温暖化防止計画（2018～2025 年度）」 

が施行されています。第 5 章施策・事業の第 5 節に、“気候変動適応の推進” 

が記載されています。そこに記載されている内容は下記のとおりです（本編 

62～67 ページ参照）。 

 

事業 ５－１－１ 適応策の普及啓発及び関係者への周知【重点】 

 市民の役割  気候変動の影響への適応の意義やその対応の必要性の理解に努めます。 

  事業者の役割 同上 

 豊田市の役割 避けられない気候変動の影響について、市民・事業者・行政関係者に対して 

理解を促すため、様々な情報提供や啓発活動を行います。 

 

事業 ５－１－２ 気候変動の影響に関する調査研究 

 豊田市の役割 気候変動の影響への適応について、科学的な知見に基づく影響予測等の情報 

を収集し、総合的な適応の推進に向けた検討を行います。 

 

事業 ５－１－３ 既存の適応策の着実な推進 

 市民の役割  自らの住む地域のハザードマップ等を活用し、自然災害が起こった際の対処 

方法などをあらかじめ検討します。 

 事業者の役割 所在地域のハザードマップ等を活用し、自然災害が起こった際の対処方法な 

どをあらかじめ検討します。 

災害時における業務継続計画（BCP）の策定に努めます。 

 豊田市の役割 防災対策や治山・治水対策、ヒートアイランド対策、健康面での予防法等、 

従来実施されてきた取組の着実な推進を図ります。 

事業 ５－１－４ とよた SAKURA プロジェクトの推進 

 市民の役割  外部給電機能を搭載した次世代自動車の購入に努めるとともに、災害時に外 

部給電を活用した自助・共助に努めます。 

  事業者の役割 同上 

  豊田市の役割 外部給電機能を備えた次世代自動車の環境性能や防災機能の PR を行い、外 

部給電機能を搭載した次世代自動車の普及啓発を行います。 

外部給電機能を搭載した公用車を導入し、災害時に活用します。 

 

 2022 年 1 月から 2月にかけて、「住民主体で取り組む「気候変動の適応策」セミナー」を、

豊田市環境学習施設エコットにて開催します。詳細は、12 月に発行する「エコット通信」をご

覧ください。参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

特 集 気候変動適応計画ってなあに？ 
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8 月から 10 月にかけて、どんな行事を開催してきたかをご紹介します。詳しくは、エコットのブロ

グサイト「エコット日記」に掲載しているものもありますので、そちらもご覧ください。 

9/12 備蓄品で作る簡単おやつパンケーキ

とフルーツポンチの撮影をしました。26 日

から YouTube で公開中！ 

クリックすると動画視聴できます。 

8/17 子ども会議の皆さんがエコットに来

館。買い物ゲームと食品ロスすごろくゲーム

をして学びました。 

 

8/19～29 中央図書館にて、とよた市民活

動センター主催の「市民活動団体の PR 展示

をしてきました。 

 

9/12 エコット 3 階ウッドデッキで育てて

いた宇宙芋。ついにむかごがなりました！ 

全部で 10 個程度なったので、茹でて塩をか

けて美味しくいただきました。 

 

8/8 中央図書館主催講座「太陽の力にびっく

り！ソーラークッカーを作ろう！」に出張 

8/4-5 「鉄道模型好き集まれ！鉄道からエ

コを考える」（講師：西塔 隆さん） 

フォトレポート  8～10月のできごと 
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フォトレポート  8～10月のできごと 

 

 

9/24 エコットで初めて zoom による工場見

学プログラムを開催（撮影：畝部小の先生）。 

9/18 めぐり座とめぐる「夜のクリーンセン

ター見学ツアー」を開催。 

10/5 前林中 3 年生を対象に、SDGs の出前

授業をしてきました。 

10/2 ガーデニングクラブの皆さんが、 

グリーンカーテントンネルを撤収しました。 

10/21 鴛鴨中部学園ウォーキング倶楽部さん

が渡刈クリーンセンターとリユース工房の見学

にきました。 

10/13 インタープリターのステップアップ

研修で、渡刈クリーンセンターの煙突に上り

ました。 

当法人では、様々な環境講座や見学のプログラムを実施しています。もし、自治区のグループや企

業などで、講座開催のご要望やエコットの見学のご要望がありましたら、お気軽にお問い合わせくだ

さい。お近くの交流館や企業等へ出向いて開催することもできます。（お問い合わせ先：26-8058） 
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 発行・編集 NPO 法人とよたエコ人プロジェクト 
    

編集後記 

ようやく新型コロナウイルスの感染拡大が収まりつつありますね。私も 10 月に 2 回の接種を終えました

が、油断はできません。おうちにいる生活が多いためか、私は体重が３kg ほど増えてしまいました。食欲の秋

ですからね。ダイエットできる自身がありません。でもダイエットしようとして食べ残してはいけませんね！ 

食品ロスをしないよう、地元の野菜やお肉を、美味しく食べようと思います。（長内隆久） 

事務局からのお知らせ 

事務局からのお知らせ 
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当法人 

ホームページ 
eco-T 

ホームページ 
eco-T 

Facebookページ 

〒471-0034 豊田市小坂本町６丁目５番地２ シティハウス NAGASAKI 43 107 号 

メール：info@t-ecobito.jp 

当法人ホームページ：http://t-ecobito.jp/ 

eco-T ホームページ：http://www.eco-toyota.com/ 

eco-TFacebook ページ：https://www.facebook.com/ecotoyota/ 

持続可能で豊かな地域社会（エコライフとよた）の実現を目指す 

★食品ロス削減全国大会 in豊田に行ってきました★ 

 

 

◆会員になると◆ 

・季刊「えこびと」 年 4 回発行 

・とよた SDGs ポイントをプレゼント 

 正 会 員：500ポイント（500 円相当） 

賛助会員：300 ポイント（300円相当） 

・主催行事への割引参加 

会員募集中！  ★特典を「とよた SDGsポイント」に変更しました！★ 

◆正 会 員◆ 議決権あり 

個人  5,000円 

◆賛助会員◆ 議決権なし 

 個人  一 般   1,000 円/口 

学 生    500 円/口 

 団体 非営利団体   3,000 円/口 

営利団体   10,000円/口 

◆入会手続き◆ 

①当法人のホームページから、入会申込書をダウンロードする。 

または、豊田市環境学習施設 eco-T(エコット)へ問い合わせる（電話 0565-26-8058）。 

②入会申込書に必要事項を記入し、エコットへ持参、または FAX（0565-26-8068）する。 

③会費を納入する。（エコットで納入する、または口座に振り込む。） 

10 月 30 日に、参合館などで開催された

「食品ロス削減全国大会 in 豊田」に行っ

てきました。消費者庁、農林水産省、環境

省、愛知県のほか、民間企業、大学、全国

の自治体からの展示がありました。 

 

基調講演やトークセッションを聞いて、一人一人の今日からの意識変革、

行動が求められていることを改めて認識させられました。また、誰かと一緒

に行動することが大きな力になることも知りました。皆さんと一緒に行動し

ていきたいので、ご協力よろしくお願いいたします。 
市民 1217 人の食品ロス削減宣言 

豊田市の取組を全国に PR 

http://t-ecobito.jp/
http://www.eco-toyota.com/
https://www.facebook.com/ecotoyota/

